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令和４年度は骨格予算を編成

　令和４年度の町の予算は、３月に町長選挙が行われたことから、選挙後に政策予算を組む

ため、『骨格予算』を編成し、町議会３月会議で可決されました。

　本来予算は、その年度のすべての歳入・歳出で編成されるものです。し

かし、町長選挙が行われる場合は、政策的な判断がしにくいため、継続的

事業や義務的経費を中心に計上し、新規事業・投資的経費などの『政策的

経費』は計上せずに編成します。このような形で作成される予算を『骨格

予算』といいます。

○新規事業は原則計上しないこととしていますが、緊急性が高く、町民生

　活に影響が出る事業等は、年間の所要見込額を計上します。

○義務的経費（扶助費、人件費、公債費）、複数年にわたる契約を締結し

　ている事業、施設の修繕費など、毎年の行政運営に必要不可欠な経費は、

　年間の所要見込額を計上します。

○年度当初（４月～７月）に事業を行わなければ事業の執行に支障をきた

　す経費は、年間の所要見込額を計上します。

　骨格予算とは

骨格予算の編成

↓

３月会議上程、 議決

↓

政策的経費予算の編成

↓

６月会議上程、 議決

↓

実質の令和４年度

予算成立

　骨格予算編成の基本的な考え方

予算編成の流れ

会計 　　令和４年度予算 　　　前年増減 　前年比

一般会計 1,006,600 万円 △ 73,900 万円 △ 6.8％

特別会計 345,652 万円 △ 1,484 万円 △ 0.4％

国民健康保険事業特別会計 155,133 万円 △ 3,356 万円 △ 2.1％

後期高齢者医療事業特別会計 21,281 万円 1,583 万円 8.0％

日高国保診療所特別会計 25,972 万円 57 万円 0.2％

富川国保診療所特別会計 15,062 万円 2,033 万円 15.6％

介護保険事業特別会計 128,204 万円 △ 1,801 万円 △ 1.4％

企業会計 341,094 万円 △ 23,808 万円 △ 6.5％

水道事業会計 60,976 万円 △ 22,409 万円 △ 26.9％

簡易水道事業会計 11,760 万円 318 万円 2.8％

下水道事業会計 93,855 万円 2,383 万円 2.6％

国民健康保険病院事業会計 174,503 万円 △ 4,100 万円 △ 2.3％

　会計別予算額

特集　令和４年度予算編成
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　令和４年度一般会計予算

令和４年度一般会計予算は１００億６,６００万円に

　令和４年度の予算編成は、骨格予算のため新規事業や投資的経費などの「政策的経費」は計上せず、継

続的事業や義務的経費を中心に、前年対比 7億 3,900 万円減額した予算編成となりました。

　一般会計の歳入は、昨年度に比べ 7億 3,900 万円

減少し、100 億 6,600 万円となりました。主な増減

内容は、国庫支出金で静内対空射撃場周辺漁業用

施設（水産物加工施設）設置助成事業補助金の減等

により 7 億 268 万円の減、町債では静内対空射撃

場周辺漁業用施設（水産物加工施設）設置助成事業

の減等により 4 億 3,670 万円の減、地方交付税で 2

億 5,000 万円の増、繰入金では各種事業実施に伴

う基金の繰入及び財政調整基金の取り崩しなどに

より 9,378 万円の増となりました。

　歳入は町税や諸収入、繰入金などの「自主財源」

と地方交付税や国庫支出金、道支出金などの「依

存財源」に分けられ、自主財源の割合が大きいほ

ど行政の自主性が確保されていることとなります。

令和 4年度の自主財源は昨年度と比べ 1億 787 万円

増加し 29 億 2,039 万円となり、構成比率は 2.9 ポ

イント増加し 29.1％となりました。

▶ 一般会計　歳入

　一般会計の歳出は、歳入と同様に 7 億 3,900 万

円の減額となりました。主な増減内容は、静内対

空射撃場周辺漁業用施設（水産物加工施設）設置助

成事業の減等により農林水産業費で 7 億 7,419 万

円の減、土木費では公営住宅建設事業の減等によ

り 3億 5,885 万円の減、民生費では、認定こども園・

保育所等整備補助事業の増等により 2億 1,708 万円

の増、公債費では門別わかば保育所及びもんべつ児

童館新築工事事業等の借金に伴う償還開始により

9,532 万円の増、衛生費では、門別国保病院事業会

計補助金の増等により7,803万円の増となりました。

　歳出予算を性質別にみると、人件費や物件費な

どの消費的経費では 9,582 万円減少し、全体の

61.6％（61 億 8,038 万円）を占め、工事請負費や

公有財産購入費などの投資的経費は 9 億 6,997 万

円で全体の 9.7％を占めています。

▶ 一般会計　歳出

歳入
100 億
6,600 万円

歳出
100 億
6,600 万円

町税（15.1％）町税（15.1％）

15 億 1,630 万円15 億 1,630 万円

地方交付税（50.2％）地方交付税（50.2％）

50 億 5,000 万円50 億 5,000 万円

繰入金繰入金

（7.4％）（7.4％）

7億 4,767 万円7億 4,767 万円

地方譲与税・交付金

（3.8％）

3億 8,348 万円

町債（5.8％）町債（5.8％）

5億 8,700 万円5億 8,700 万円

諸収入など諸収入など

（6.6％）（6.6％）

6億 5,642 万円6億 5,642 万円

国・道支出金

（11.1％）

11 億 2,513 万円

自主財

源
(29.1%

)

自主財

源
(29.1%

)

依
存
財

源
（70.9％ )

依
存
財

源
（70.9％ )

職員給与費（19.7％）職員給与費（19.7％）

19 億 8,631 万円19 億 8,631 万円

公債費（18.3％）公債費（18.3％）

18 億 3,898 万円18 億 3,898 万円

民生費（20.7％）民生費（20.7％）

20 億 8,385 万円20 億 8,385 万円

衛生費（11.4％）衛生費（11.4％）

11 億 4,825 万円11 億 4,825 万円

総務費（5.5％）総務費（5.5％）

5億 5,112 万円5億 5,112 万円

土木費（8.9％）土木費（8.9％）

8億 9,056 万円8億 9,056 万円

消防費（5.7％）消防費（5.7％）

5億 7,227 万円5億 7,227 万円

教育費（5.3％）

5億 3,684 万円

農林水産業費（2.6％）

2億 6,353 万円

商工費（1.1％）

1億 953 万円
その他（0.8％）

 8,476 万円
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特集　令和４年度予算編成

　令和４年度主な事業

Ⅰ 安心して暮らせる健康 ･福祉のまちづくり

□妊産婦安心出産支援事業 (210 万円 )

　妊産婦の通院交通費等を助成します ｡

□新生児聴覚検査費助成事業 (36 万円 )

　検査費用を助成します ｡

■門別国保病院医療機器更新事業 (透析装置 ･

　骨密度測定装置 )(2,629 万円 )

　医療機器の更新をします ｡

□認定こども園 ･保育所等整備補助事業

 (3 億 9,261 万円 )

　新設される認定こども園整備事業に対して助成

　します ｡

Ⅱ 産業が元気なまちづくり

□農道保全対策事業 (225 万円 )

　富川東福満 9号線の安全確保のため ､道路整備

　工事を実施します ｡

□森林環境保全整備事業 (1,927 万円 )

　町有林の人工造林 (植付 ､下刈 ､除間伐など )

　により健全な森林の育成と管理を実施します ｡

■新規就農者育成総合対策補助事業 (1,050 万円 )

　新規就農者に対し ､農業経営開始に伴う初期投

　資等への支援を行います ｡

■農業法人設立促進補助事業 (1,974 万円 )

　農業法人の設立促進のため ､固定資産税及び新 

　規雇用に対し助成します ｡

□地域おこし協力隊活動事業 (1,990 万円 )

　人口減少 ､高齢化等が進む本町において ､地域

　外の人材を積極的に誘致し ､その定住及び定着

　を図ります ｡

□軽種馬生産人材養成補助事業 (1,000 万円 )

　軽種馬に携わる人材を養成する事業に対して助

　成します ｡

■日高町観光まちづくり協会事業費補助事業

　(740 万円 )

　新たに設立された日高町観光まちづくり協会が

　行う観光事業の開発振興など魅力ある町づくり

　のための事業活動を支援します ｡

Ⅲ 豊かな心を育む教育 ･文化のまちづくり

□ ｢教育の情報化の推進 ｣事業 (2,022 万円 )

　各小中学校での ｢教育の情報化の推進 ｣のため

　の環境を整備します ｡

□就学準備事業 (257 万円 )

 入学前の年長児等に対し就学指導を実施します ｡

□体力 ･運動能力向上事業 (174 万円 )

 入学前の年長児等に対し運動指導を実施します ｡

□学校給食費無償化事業 (5,440 万円 )

 学校給食費を無償化します ｡

■高等学校支援対策事業 (学習用端末機器購入補

　助 )(163 万円 )

　高等学校で使用するタブレット端末購入に係る

　経費の一部を補助します ｡

Ⅳ 快適で安全なまちづくり

□町道富川西 5号線道路事業 (1 億 4,500 万円 )

　富川市街地へのアクセス強化のため整備します ｡

■富川浄化センター耐震診断事業 (2,200 万円 )

　施設の適切な維持管理のため耐震診断を実施し

　ます ｡

■消防水槽車購入事業 (5,017 万円 )

　老朽化した水槽車を更新します ｡

□…継続事業　　■…新規事業

問　役場企画財政課　企画・財政グループ　☎　０１４５６－２－６１８１　

　一般会計予算性質別グラフ

人件費人件費

（19.2％）（19.2％）

19 億 2,556 万円19 億 2,556 万円

物件費物件費

（12.6％）（12.6％）

12 億 6,162 万円12 億 6,162 万円

扶助費

（7.4％）

7億 3,936 万円

補助費等補助費等

（20.8％）（20.8％）

20 億 9,494 万円20 億 9,494 万円

維持補修費

（1.6％）

1億 5,890 万円

普通建設普通建設

事業費事業費

（9.6％）（9.6％）

9億 6,0939 億 6,093

万円万円

公債費公債費

（18.3％）（18.3％）

18 億 3,898 万円18 億 3,898 万円

貸付金

（0.1％）

1,084 万円

災害復旧事業費

（0.1％）

904 万円

積立金

（1.1％）

1億 1,029 万円

繰出金

（9.1％）

9億 1,535

万円

予備費

（0.1％）

500 万円
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日高町長選挙 ･日高町議会議員選挙　選挙結果

　任期満了による日高町長選挙・日高町議

会議員選挙は、３月２７日を投票日として

３月２２日に告示されました。

　町長選挙は、現職以外に立候補届出がな

く、大鷹千秋町長の２回目の当選が決定し

ました。

　町議会議員選挙は、定数１４人に対し、

１５人が立候補し、２７日に投開票が行わ

れました。

　各選挙の投票結果は次のとおりです。

３月２８日、当選者に花野正三選挙管理委員長

から当選証書が付与されました。

氏名 年齢 党派 職業 当選回数

当 大鷹　千秋 ６５歳 無所属 特別職地方公務員 ２回

氏名 年齢 党派 職業 当選回数

当 白石　典昭 ６７歳 無所属 無職 ２回

当 神保　一哉 ７５歳 無所属 会社員 ５回

当 蔦　守　 ６５歳 無所属 無職 １回

当 井上　義生 ６０歳 無所属 無職 １回

当 小園　曉子 ７３歳 無所属 ピアノ教師 ２回

当 梅木　聡 ６４歳 無所属 無職 ２回

当 渡部　力 ６５歳 公明党 無職 １回

当 眞壁　悦夫 ７３歳 日本共産党 無職 ３回

当 菊地　日出夫 ７２歳 日本共産党 塗装業 ５回

当 西尾　英俊 ７４歳 無所属 会社員 ５回

当 堂前　保志 ６５歳 無所属 無職 １回

佐藤　則男 ６９歳 無所属 無職

当 髙橋　克德 ６８歳 無所属 無職 ３回

当 工藤　守弘 ６９歳 無所属 無職 ３回

当 互野　利夫 ７０歳 無所属 行政書士 ３回

・日高町長選挙

・日高町議会議員選挙（定数１４人）届出順

※年齢は令和４年３月２２日現在

問　選挙管理委員会事務局　　　☎　０１４５６－２－５１３１



２０２２広報ひだか５月号6

　４月１日、日高西部消防組合消防本部講堂において、

令和３年度消防庁長官表彰伝達式が行われ、日高西部

消防組合日高消防団澤田則彦氏が受章されました。

　澤田さんは昭和５３年に消防団員として拝命以来

４４年の永きにわたり、豊富な知識と経験をもって、

消防職団員の技術の向上と士気高揚に積極的に尽力し

てきた功績に対し表彰されました。

　３月１６日、門別総合町民センターにおいて、日高

町教育奨励表彰の伝達式が行われました。

　学校教育奨励表彰は第５４回受信環境クリーン図案

コンクール文部科学大臣賞を受賞した工藤亜美さん、

スポーツ奨励表彰には、第５４回北海道中学校スキー

大会アルペン競技女子回転で準優勝となった竹内りか

さん、第１０回日本リトルシニア東日本選抜野球大会

北海道代表として出場した谷川凌
りょうが

駕さん、佐々木翔
と わ

己

さんが受賞しました。

　３月１７日、役場町長室において、北海道社会貢献

賞の伝達式が行われ、大鷹町長より賞状と盾が伝達さ

れました。

　逢坂さんは、平成元年から現在まで永きにわたり保

健推進員を務め、さまざまな保健事業を通し地域の健

康づくりに貢献され、平成７年１２月から現在まで民

生委員児童委員を勤め、子育て中の親子を含む良き相

談相手として活躍されました。

　３月２８日、中京競馬場で第５２回高松宮記念（Ｇ

Ⅰ）開催され、豊郷の坂戸牧場（坂戸節子代表）生産

馬ナランフレグ号が見事優勝しました。

　ナランフレグ号は後方馬群に構えてレースを進める

と、最後の直線でコース内側から力強く抜け出し、優

勝し、重賞初優勝を見事ＧⅠ競走で飾りました。

　坂戸牧場においても、生産馬のＧⅠ初出走での優勝

となり、馬産地を元気づける大変喜ばしい結果となり

ました。

澤田則彦さんに消防庁長官表彰

日高町教育奨励表彰式が行われる

逢坂法子さんに北海道社会貢献賞

ナランフレグ、高松宮記念優勝！

左枠の前列左から佐々木さん、谷川さん、工藤さん、右枠が竹内さん

伝達後、記念撮影をする逢坂さん（右）

左から２人目が坂戸節子代表

伝達後、記念撮影をする澤田さん（前列中央）
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善行表彰
　町立病院の医療環境の充実に役立ててほしいと現金

２，０００万円を寄附された濱本俊則様（字豊田）に善行表

彰を授与しました。

　３月３０日、大鷹町長が濱本様のご自宅を訪問し、表彰

盾を手渡しました。

　濱本様からいただいた貴重なご支援につきましては、町

立病院の医療設備の整備など、有効に活用させていただき

ます。

日高門別駅舎のリニューアル工事が完了しました

　昨年１１月からリニューアルを開始した日高門別駅舎を地域生活、防災、観光の拠点とするた

めの工事が完了しました。

　今後は、ＪＲ日高線に関する思い出の品の展示や、地域の皆さんが利用できるスペースを設置し、

様々な活用の提案をいたしますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

　引き続き、安心してご利用いただくための準備を進めていきますので、お披露目までもうしば

らくお待ちください。

問　役場商工観光課　商工・観光グループ　☎　０１４５６－２－６０３１

生前の功績をたたえて

庄野昭彦さんが特別叙勲を受章

　昨年１２月に亡くなられた元日高町議会議員の故　庄野

昭彦さん（享年８０歳）が特別叙勲として「旭日単光章」

を受章されました。大鷹町長がご遺族宅を訪問し、奥様の

征子さんに勲章及び勲記を伝達しました。

　庄野さんは平成３年に初当選以来、平成２６年まで６期

２２年余にわたり町議会議員として在職され、この間、総

務常任委員会委員長などの要職を歴任し、地方自治の進展

と地域の発展に大きく貢献されました。
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くらしインフォ Information　役場からのお知らせ

防災行政無線などを用い
た情報伝達訓練の実施

　全国瞬時警報システム（Ｊアラート）を用いた

防災行政無線による情報伝達訓練が行われます。

　Ｊアラートとは、地震・津波や武力攻撃などの

緊急情報を、国から人工衛星などを通じて瞬時に

お伝えするシステムです。

訓練実施日時

令和４年５月１８日（水）　午前１１時００分頃

防災行政無線放送内容

　町内に設置してある防災行政無線から一斉

に、次のように放送されます。

【放送内容】

　上りチャイム音

＋「これは、Ｊアラートのテストです。」×３

＋「こちらは、ぼうさい日高です。」

＋　下りチャイム音

問　役場総務課　情報防災グループ

☎　０１４５６－２－５１３１

日高地区の空き家情報を
収集しています

　地域経済課では、日高地区の移住施策の一環で、

移住希望者への賃貸や販売が可能な日高地区の空

き家情報を収集しています。

　持ち家を貸したい、売りたい、そのような物件

を預かっている、知っているなど、移住希望者に

対して情報提供が可能な物件があれば下記までご

連絡ください。

ご注意

・老朽化で廃屋となっているような、人が住め

　ない物件は除きます。

・収集した情報は紹介のみで、仲介はいたしま

　せんので、賃貸や販売の交渉・契約は当人同

　士で行っていただくことになります。

問　総合支所地域経済課　施設管理グループ

☎　０１４５７－６－２００８

赤十字災害用テントが配
置されました

問　役場住民生活課　環境生活・アイヌ政策グループ

☎　０１４５６－２－６１８２

　３月１日、日本赤十字北海道支部より赤十字災

害用テントが日本赤十字日高町分区に配置されま

した。

　この災害用テントは、町民の皆さんにご協力い

ただいた寄付金などを資金に配置されているもの

です。災害用テントは今後、災害時などの救護活

動や避難所運営に役立てられます。

献血のお知らせ

　北海道赤十字血液センターからのお知らせです。

　移動献血車による日高町内の献血事業を次の日

程で実施いたしますので、献血にご協力をお願い

します。

日時／場所

５月２４日（火）　  

　１３：３０～１６：００　日高総合支所前

５月２７日（金）

　 ９：３０～１２：００　日高町役場前

　１３：３０～１４：３０　日高町役場前

　１５：００～１６：３０　門別国保病院前

令和４年度における献血事業は、６、９、１１、

１月にも予定しています。

問　役場住民生活課　環境生活・アイヌ政策グループ

☎　０１４５６－２－６１８２

問　総合支所地域住民課　総務・税務・住民グループ

☎　０１４５７－６－２００１
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問　役場高齢者福祉課　高齢者福祉・介護グループ　☎　０１４５６－２－６５６１
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晴
はれす

寿の会

　晴寿の会は、こころの悩みを抱える方が、身近な場所で気軽に集まって仲間と

交流し、楽しみをみつける場です。クッキング、小物作りなどをしながら、月１

回のペースで交流しています。まずは一度気軽にお問い合せください。

四つ葉の会

　町では、不登校や学校生活、子育てで悩んでいる親子さんの為に、相談できる集え

る場として本会を開催します。こんな悩みはありませんか？

とき
原則　毎月第２火曜日　

午後１時半～３時

ところ
地域活動支援センターえがお

（富川南１丁目６－２６）

内容
お花見、クッキング、小物作

り、茶話会等

対象者

こころの病気（統合失調症や

うつなど）やひきこもりなど

により、日中なかなか外出す

る機会のない方など

費用
１回につき１５０円程度（活

動費およびお茶代）

 ・開催日程

令和４年５月１０日（火） 　６月１４日（火）

　７月１２日（火） 　８月　９日（火）

　９月１３日（火） １０月１１日（火）

１１月　８日（火） １２月１３日（火）

令和５年１月１０日（火） 　２月１４日（火）

　３月１４日（火）

問　役場子育て健康課　健康増進グループ　　　☎　０１４５６－２－６５７１

学習の遅れが心配だわ

子供の発達に対しての不安

どうしてうちの子が不登校になったのかな？

将来引きこもりになったらどうしよう

とき
原則　毎月、月末の水曜日

午後７時～９時

ところ
富川公会堂２階 小会議室

（富川南１丁目９－１）

注意事項

・希望される方は、開催前日

 までにご連絡ください。（予

 約制）

・日程や内容は変更する場合

 があります。

 ・開催日程

令和４年５月２５日（水） 　６月２９日（水）

　７月２７日（水） 　８月３１日（水）

　９月２８日（水） １０月２６日（水）

１１月３０日（水） １２月２１日（水）

令和５年１月２５日（水） 　２月２２日（水）

　３月２２日（水）

・その他　　

　毎月第１、第３月曜日、１１時～１３時、地域活動支援センターえがお内にて、日高町傾聴ボランティ

アさんと当事者同士など、交流をしています。参加費用無料、申込み不要、参加自由の集いです。

関心のある方は下記までご連絡ください。

　四つ葉の会 会長　島田　剛　☎　０９０-５２２７-０１８１

　　ﾒｰﾙ　hidaka.yotsubanokai ＠ gmail.com　Twitter　＠ yotsubahidaka

問　役場子育て健康課　健康増進グループ　　　☎　０１４５６－２－６５７１

くらしインフォ Information　役場からのお知らせ
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寄
よ

り 処
 どころ

     

　寄り処は、こころの悩みを抱える当事者の家

族が、同じ立場の家族とありのままの気持ちを

語り合い、ほっと一息つく場です。まずは一度

気軽にお問い合せください。

とき
参加者のご都合に合わせて開

催予定です

ところ もんちゃんの家（門別本町）

内容 茶話会等

対象者

こころの病気（統合失調症や

うつなど）やひきこもりなど

の当事者の家族など

費用 無料

問　指定相談支援事業　相談室みんなのそら

☎　０１４５６－２－２５８５

問　役場子育て健康課　健康増進グループ　　　

☎　０１４５６－２－６５７１

静内保健所　女性の健康相談

　妊娠、出産、更年期など、女性固有の心身の

悩みや、若年者の性の問題など、女性の健康上

の幅広い相談に対応します。

 ・開催日程

令和４年５月２５日（水） 　６月２２日（水）

　７月２７日（水） 　８月２４日（水）

　９月２８日（水） １０月２６日（水）

１１月１６日（水） １２月２１日（水）

令和５年１月２５日（水） 　２月２２日（水）

　３月２２日（水）

とき
原則　毎週第４水曜日

午後１時３０分～午後３時３０分

ところ 静内保健所（新ひだか町）

注意事項 前日までの予約制となります

問　役場産業課　農政・畜産グループ　　　　　　　☎　０１４５６－２－６１８５

　　日高振興局　保健環境部環境生活課自然環境係  ☎　０１４６－２２－９２５４

HP　https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/skn/higuma/kihon.html

ヒグマに注意　
　５月３１日（火）までは　「春のヒグマ注意特別期間」です

　ヒグマによる人身事故の多くは、山菜採りなどで野山に入った際の突発的な遭遇により発生しているこ

とから、ヒグマとの遭遇を未然に防ぎ、事故に遭わないよう十分注意する必要があります。

　ヒグマと遭遇しないために、野山に入るときには、次のことに注意しましょう。

ヒグマに出会わないために ごみはヒグマを呼びよせます

・音を出しながら歩きましょう

・うす暗いときは山に入らないようにし

 ましょう

・ヒグマのフンや足あとなどを見つけた 

 ら、すぐに引きかえしましょう　　

・ぜったいごみを捨てない !!　ごみはす

 べて持ちかえりましょう　

・動物の死体を見つけたら、その場所か 

 らはなれましょう　

問　静内保健所　健康推進課健康支援係

☎　０１４６－４２－０２５１
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日高町医療費助成事業のお知らせ

　日高町では、各医療費助成制度対象者の入院及び通院にかかる医療費について、保険診療分の自己負

担額を助成しています。受給資格要件を満たし、まだ申請をされていない方は、お近くの役場窓口にて

手続きができます。

助成金の申請・制度のお問い合わせは、お近くの役場窓口へ。

問　門別地区／役場住民生活課　保険医療グループ　　　　☎　０１４５６－２－６１８２

　　富川地区／水・くらしサービスセンター　　　　　　　☎　０１４５６－２－０２５５

　　厚賀地区／厚賀出張所　　　　　　　　　　　　　　　☎　０１４５６－５－２１１１

　　日高地区／総合支所地域住民課　福祉・保険グループ　☎　０１４５７－６－３１７３

乳幼児等医療費助成制度 ひとり親家庭等医療費助成制度 重度心身障害者医療費助成制度

各医療費の助成制度

乳幼児等 ひとり親家庭等 重度心身障害者

対
象
者
及
び
受
給
資
格
要
件

中学生（満１５

歳 に 達 す る 日

（誕生日の前日）

以後の最初の３

月３１日までの

者）

【親】子を扶養している父、または母

【子】満１８歳に達する日（誕生日の前

　　日）以後の最初の３月３１日まで

　　の者（扶養されている者は２０歳

　　に達する月末まで）

・０歳～６４歳の者

・７５歳以上の者

※６５歳～７４歳の者については、後期

高齢者医療保険に加入している場合、資

格を取得することができます。

※高校生

対
象
範
囲

中学生まで：

入院・通院

※高校生：

入院のみ

親：入院のみ

子：入院・通院

入院・通院

助
成
内
容

保険診療分の自

己負担額を全額

助成

【町民税非課税世帯】 初診料のみ自己負担

【町民税課税世帯】 　医療費の１割自己負担

（月額上限）　入院５７,６００円、通院１８,０００円

※中学生以下の入院・通院及び高校生の入院は、課税・非課税問わず保険診療分

の自己負担額を全額助成。

次のいずれかの手帳の交付を受けた者　　　　　　　　　　　

・身体障害者手帳１～２級及び、※３級　（※３級は内臓障害のみ）

・療育手帳Ａ判定　　　・精神障害福祉手帳１級

・重度の知的障害と判定又は診断された者

▲

・受給資格要件

　世帯の生計維持者の所得が、下表の所得限度額以内である。

　※１月～７月に申請した場合は前々年の所得、８月～１２月に申請した場合は前年の所得で判定します。

乳幼児等医療費助成制度 ひとり親家庭等医療費助成制度 重度心身障害者医療費助成制度

扶養人数 所得限度額 扶養人数 所得限度額 扶養人数 所得限度額

無し ６,２２０,０００円 無し ２，３６０，０００円 無し ６,２８７,０００円

１人 ６,６００,０００円 １人 ２，７４０，０００円 １人 ６,５６０,０００円

２人 ６,９８０,０００円 ２人 ３，１２０，０００円 ２人 ６,７４９,０００円

※扶養親族等の数が３人を超えるときは、その超える者１人につき

３８万円を加算した額とする。

※扶養親族等の数が３人を超える

ときは、その超える者１人につき

２１万３千円を加算した額とする。

くらしインフォ Information　役場からのお知らせ



13２０２２広報ひだか５月号

入札結果をお知らせします

問　役場技術審議室　　　☎　０１４５６－２－５１３５

工事・委託業務名 落札業者 落札金額 落札率

入札日　令和４年３月３０日

令和３年度　社会資本総合整備事業

町道１５号線支障物件調査
ダイシン設計 (株 ) 4,680,000 円 93.41％

・落札金額に消費税等は含まれていません。

・工事期間中はご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

札幌弁護士会ひだか弁護士相談センター　無料法律相談

門別地区相談所での開催

５月の相談日・・・

　　　２４日（火）

　　　　
　※毎月第４火曜日開催予定

■事前予約制　

　☎０１４６－４２－８３７３

　　（ひだか弁護士相談センター）

■予約時間　平日の午前１０時～午後４時

■相談時間　午後１時３０分～午後４時

■相談場所

　門別総合町民センター　１階　会議室

　日高町富川東６丁目３番１号

　基本的に予約の方が優先となり、予約がない場合は、お待ちいただくか、ご相談をお受けできない場

合があります。

　新型コロナウイルス感染症の発生状況により、開催内容を変更する場合があります。

　問　ひだか弁護士相談センター　　　　　　　☎　０１４６－４２－８３７３

　　　役場住民生活課　住民・年金グループ　　☎　０１４５６－２－６１８２　

平取町での開催

５月の相談日・・・１０日（火）　午後１時３０分～午後３時

　　　　　　　　　２４日（火）　午前１０時３０分～正午

■事前予約制　☎０１４５７－２－２２２２（平取町役場まちづくり課広報広聴係）

■予約時間　　平日の午前９時～午後５時

■相談場所　　ふれあいセンターびらとり（平取町本町３５番地１）

新ひだか町での開催

５月の相談日・・・

９日（月） １１日（水） １６日（月）

１８日（水） ２３日（月） ２５日（水）

３０日（月）

■事前予約制　

　☎０１４６－４２－８３７３

　　（ひだか弁護士相談センター）

■予約時間　平日の午前１０時～午後４時

■相談時間　午後１時～午後３時

■相談場所

　ひだか弁護士相談センター

　新ひだか町静内吉野町２丁目１番４号
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令和３年度
門別ことぶき学園「閉講式」

　３月２３日、門別総合町民センター（福祉セン

ター）において、令和３年度日高町高齢者大学「門

別ことぶき学園」の閉講式が開催されました。

　当日は、学園生と講師をあわせて５５名が出席

し、修了証や皆勤賞の授与のほか、学長式辞など

が行われました。

　また、会場に専科「書道」「陶芸」「絵手紙」の

作品や本科などの活動風景が展示され１年間の学

習を振り返りました。閉講式後には、レクリエー

ションとして「日高町クイズ大会」が開催され楽

しいひとときを過ごしました。

令和３年度
沙流川大学「閉講式」

　３月２５日、道の駅サンポッケにおいて、令和

３年度日高町高齢者大学「沙流川大学」の閉講式

が開催されました。

　閉講式では、学長から年間開催講座の２分の１

以上の出席者９名に修了証書、全講座出席の２名

に皆勤賞が授与され、学長の武田教育長より式辞

が述べられました。その後、記念講座として、札

幌から温泉ソムリエの橋　俊秀氏を招き、「Ｔｈｅ 

温泉」と題した講話を頂きました。

　参加した学生達は、小気味よいトークに笑った

り、熱心にメモをとったりするなど、改めて温泉

に興味が湧いた講座となったようです。

文芸誌「文芸もんべつ」
第３６号発刊

　日高町文化協会（櫻井武四郎会長）の文芸誌「文

芸もんべつ」の第３６号が発刊されました。

　もんべつ文芸協会による編集で、掲載内容は、

随筆２点、エッセイ８点、短歌４点、俳句３点、

川柳１点、詩集６点、博物誌１点、童話１点、創

作１点で協会員や町民の方々から多数の寄稿をい

ただき発刊することが出来ました。規格はＡ５判、

７９ページ。

　門別公民館、門別総合町民センター、水・くら

しサービスセンターで１部５００円にて販売して

います。

問　日高町文化協会事務局

　　（教育委員会社会教育課内）

☎　０１４５６－２－２４５１

こどもから大人まで　教育委員会の活動を紹介します
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門別図書館郷土資料館からのお知らせ

問　門別図書館郷土資料館　　　☎　０１４５６－２－３７４６　

　　休館日：毎週月曜日、４月２９日（金）、３０日（土）、５月２日（月）～５日（木）、３１日（火）

　　※休館中の本の返却は、ブックポストをご利用ください

資料展示「　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」開催！

　広い図書館内をぶらっと歩きながら図書館について学べちゃう、

“ぶらりライブラリーの旅”はいかがですか？

図書館を舞台にしたえほん、読みものや、図書館についてわかる本を集めて展示します。

その他、図書館の素朴なギモン、図書館員の一日などなど、

図書館のひみつがわかるパネルも登場します！

子どもたちはもちろんのこと、大人の方もぜひお越しください。

また、展示している本は借りられますので、ご自宅でゆっくりお読みください。

期間 令和４年４月２３日（土）～５月２２日（日）

場所
日高町立門別図書館郷土資料館

図書館カウンター横

※公益社団法人 読書推進運動協議

会「こどもの読書週間」（期間：令

和４年４月２３日（土）～５月１２

日（木）の協賛事業です。

今年度も本をご自宅へお届けします　～「おうち図書館」図書配送サービス継続中～

　「感染症予防のため外出を控えている」、「図書館から遠い」など、図書館へ行くのが難しい方へ、本を

ご自宅へお届けするサービスを実施しています。

　申し込みは、お住まいの地区の図書館まで読みたい本をご連絡ください。送料無料でお送りします。

受付期間 令和５年３月３１日まで

借りられる期間

・冊数

期間　４週間（期間中、何度でも１人１回につき３～５冊程度）

　※レターパックに入る冊数です。大きさによりお送りできない場合

　　があります。

利用対象
日高町在住で利用者カードをお持ちの方

　※カードをまだお持ちでない方はお問い合わせください。

返却場所
各地区図書館、返却ポスト、門別公民館、

厚賀コミュニティセンター

お申し込み ・

お問い合わせ先

（門別地区の方）　門別図書館郷土資料館

　　　☎　０１４５６－２－３７４６

　　　FAX　０１４５６－２－３７１１

（日高地区の方）　日高図書館郷土資料館

　　　☎　０１４５７－６－２４６９

　　　FAX　０１４５７－６－２４６９

インターネット蔵書検索

　　　HP　http://www.lib-eye.net/hidaka-hokkaido/

蔵書検索

「こどもの読書週間」

協賛事業
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問　日高山脈博物館　　☎　０１４５７－６－９０３３
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ストップ・ザ・交通事故死！ストップ・ザ・交通事故死！
－めざせ　安全で安心な　北海道－

日高町の交通事故件数
○発生件数 ・・・・ １件

○死者数 ・・・・ ０人

○傷者数 ・・・・ １人

２０２２年３月３１日現在

問　役場住民生活課　環境生活・アイヌ政策グループ　電話 ０１４５６－２－６１８２

第１７８号

『一瞬の油断が重大事故に！』
交通事故防止のポイント

～横断する歩行者を見逃さない～

これからの時期は市街地交差点での歩行

者事故、非市街地での単独事故これらの

事故が多発する傾向にあります！

鹿との接触事故多発しています！
令和３年中に門別警察署管内で

約６０件の鹿との接触事故があります！

ー 気をつけましょう！ー
・夜道では対向車がいない場合ハイビームでの走行・夜道では対向車がいない場合ハイビームでの走行

・左右の見通しの悪い所ではいつもより減速する・左右の見通しの悪い所ではいつもより減速する

・道路を横断しようとする鹿が１頭でも見えたら、急に飛び出して　・道路を横断しようとする鹿が１頭でも見えたら、急に飛び出して　

 くるおそれがあるため、よく確認してから通行する くるおそれがあるため、よく確認してから通行する

普段から安全運転を心がけましょう！

令和４年５月１３日より、７５歳以上のドライバーの

運転免許更新時に過去３年間に一定の交通違反をした

方は、「運転技能検査」が義務づけられます。

７５歳以上の違反ドライバーの運転免許更新が変わります！

特に交差点では要注意！特に交差点では要注意！
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令和４年４月１日付　日高町職員人事発令

４月１日付けで部署が異動となる職員及び退職者、新規採用職員等は次のとおりです。

新 氏名 旧

【町長部局発令】

総務課長兼行政改革推進室長 戸川　貴教 企画財政課長兼行政改革推進室副室長

企画財政課長兼行政改革推進室副室長 林谷　昌美 総務課長兼行政改革推進室長

高齢者福祉課長兼門別地域包括支援センター施設

長兼門別やすらぎ荘施設長
山口　賢一 産業課主幹

税務課長 山田　誠 住民生活課総括主幹

管財建築課長 只野　利一 総務課総括主幹

産業課参事 髙山　修 水・くらしサービスセンター参事

総務課主幹 宅石　誠
企画財政課主幹兼行政改革推進室主幹兼市街地活

性化対策室主幹

住民生活課主幹 垂柳　美絵 子育て健康課主幹

住民生活課主幹 法理　智典 税務課主幹

子育て健康課主幹兼もんべつ児童館長 鈴木　満 富川二葉保育所長

税務課主幹 中村　正治 住民生活課主幹

税務課主幹 茂野　良二 厚賀出張所主幹

産業課主幹 前野　隆博 税務課主幹

商工観光課主幹 荒井　早苗 教育委員会門別図書館郷土資料館主幹

建設課主幹 佐藤　圭輔 建設課主査

会計課主幹 吉田　玉美 農業委員会事務局主幹

水・くらしサービスセンター主幹 永田　邦彦 日高総合支所地域経済課主幹

日高総合支所地域経済課主幹 佐藤　和則 教育委員会生涯学習課主幹

門別地域包括支援センター主幹兼門別指定介護予

防支援事業所長
金子　千春

門別地域包括支援センター主幹兼門別指定介護予

防支援事業所主幹

門別地域包括支援センター主幹兼門別指定介護予

防支援事業所主幹
武藤　洋一

門別地域包括支援センター主幹兼門別指定介護予

防支援事業所長

管財建築課主査 武田　義章 教育委員会社会教育課主査

管財建築課主査 村田　健一 高齢者福祉課主査

住民生活課主査（再任用） 池本　敏之 管財建築課主査（再任用）

総務課上席主事 姉川　結衣 住民生活課主事

子育て健康課上席保健師 三浦　礼乃 子育て健康課保健師

産業課上席主事 廣中　一樹 産業課主事

管財建築課上席技師 前田　恭平 管財建築課技師

日高総合支所地域住民課上席主事 竹髙　司 日高総合支所地域住民課主事

総務課主事 荻原　誠弥 税務課主事

総務課主事 堂本　陸 産業課主事

企画財政課主事 眞弓　弓恵 総務課主事

企画財政課主事 宮入　優里 税務課主事

厚賀出張所主事 鳩沢　尚也 水・くらしサービスセンター主事
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新 氏名 旧

高齢者福祉課主事 濱田　麗 商工観光課主事

税務課主事 佐藤　翔馬 技術審議室主事兼用地調整室主事

産業課主事 黒宮　大暉
（派遣）独立行政法人国立青少年教育振興機構国

立日高青少年自然の家

商工観光課主事 加藤　義憲 企画財政課主事

会計課主事 中村　紗由姫 住民生活課主事

日高総合支所地域住民課主事 原　祐太 日高総合支所地域経済課主事

日高総合支所地域経済課主事 村上　圭 会計課主事

保育所管理者（本庁担当）兼富川二葉保育所長 川上　寛明 子育て健康課総括主幹

門別わかば保育所主幹 田中　修子 門別わかば保育所主査

富川二葉保育所保育士 田中　未来 門別わかば保育所保育士

富川国民健康保険診療所長 小沼　正和 富川国民健康保険診療所副所長

富川国民健康保険診療所事務長 田中　幸樹 商工観光課総括主幹

門別国民健康保険病院主査 横井　優一 門別やすらぎ荘主査

門別国民健康保険病院主任理学療法士 藤村　洋平 門別国民健康保険病院理学療法士

【教育委員会発令】

教育委員会門別図書館郷土資料館長 柴田　哲 管財建築課長

教育委員会門別小・中学校改築準備室長 工藤　正和 税務課長

教育委員会社会教育課総括主幹 若狭　ユカ 教育委員会社会教育課主幹

教育委員会生涯学習課総括主幹 星　由里子 日高総合支所地域住民課総括主幹

教育委員会生涯学習課総括主幹 小闕　正徳 管財建築課主幹

教育委員会社会教育課主査（再任用） 武藤　直人
（派遣）社会福祉法人日高町社会福祉協議会（総

務課付主査（再任用））

【派遣】

日高管内地方税滞納整理機構 渋谷　裕幸 教育委員会社会教育課主幹

自治労北海道本部日高地方本部 谷口　慎平 総務課上席主事兼行政改革推進室上席主事

独立行政法人国立青少年教育振興機構国立日高青

少年自然の家
島谷　大智 住民生活課主事

【新規採用】

鈴木　いずみ 企画財政課主事 喜本　健太 管財建築課主事

西前　風香 住民生活課主事 伊藤　咲蘭 技術審議室主事兼用地調整室主事

三輪　美季 子育て健康課保健師 川添　優 水・くらしサービスセンター技師

尾崎　未来 子育て健康課保健師 中川　彩
門別居宅介護支援事業所介護支援専門員兼

門別地域包括支援センター介護支援専門員

宮村　美穂 子育て健康課主事 小林　尚生 教育委員会社会教育課主事

【退職】令和４年３月３１日付

平本　紀美佳 教育委員会管理課主幹兼管理課指導主事 櫻庭　邦彦 産業課主幹

野島　浩人 富川国民健康保険診療所事務長 髙橋　美幸 門別国民健康保険病院主査

木田　保幸
日高国民健康保険診療所参事兼日高国

民健康保険診療所主任臨床検査技師
泉　瑞恵 門別国民健康保険病院上席准看護師

茗ヶ原　さとみ 門別国民健康保険病院主任看護師 筒井　文菜 富川二葉保育所保育士
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令和４年４月１日付　日高西部消防組合人事発令

４月１日付けで部署が異動となる職員及び退職者、新規採用職員等は次のとおりです。

新 氏名 旧

【消防本部】

次長兼総務課長 西前　正次 総務課長

消防課長 窪田　智宏
富川消防署予防課保安参事官兼消防本部消防課消

防参事官

消防課消防参事官 岡村　博之 富川消防署予防課予防参事官兼保安参事官

【富川消防署】

富川消防署長 仙北谷　光一 平取消防署副署長兼警防課長

副署長兼警防課長 服部　康二 警防課長

救急救助課長 松平　貴洋 富川消防署日高支署救急救助参事官兼救急救助係長

警防課警防管理官 清水　哲也 富川消防署日高支署警防・救急救助管理官

予防課予防管理官 丹羽　智尚 警防課警防参事官兼警防係長

警防課通信指令参事官 溝尾　克三 富川消防署日高支署庶務参事官兼庶務係長

警防課警防参事官 西川　忍
平取消防署警防課救急救助参事官兼警防・通信指

令参事官

予防課保安参事官兼保安係長 梅津　尚幸 予防課保安参事官

予防課予防参事官兼予防係長 富野　春樹 予防課予防参事官

庶務課消防団参事官兼門別分遣所係長 石谷　尚弘
庶務課消防団参事官兼門別分遣所係長兼厚賀分遣

所係長

警防課警防係長兼通信指令係長 髙元　慎吾 警防課警防係主査兼通信指令係主査

予防課予防係主任 倉内　翔太郎 予防課予防係主任兼保安係主任

予防課保安係主任 田中　達也 平取消防署予防課保安係主任兼予防係主任

警防課警防係主任兼消防本部消防課消防係主任 松本　成生
警防課警防係主任兼通信指令係主任兼消防本部消

防課消防係主任

予防課保安係主任 丸谷　知丈 予防課保安係兼予防係

警防課通信指令係主任 坂　雄太 警防課警防係

庶務課消防団係 笠原　柊平 富川消防署日高支署庶務係

予防課予防係兼保安係 坂東　太陽 警防課警防係兼通信指令係兼消防本部消防課消防係

予防課保安係 成田　永希弥 警防課警防係

救急救助課救急救助係 中川　佳祐 警防課警防係

【再任用期間満了】令和４年３月３１日付

中村　晴美 会計課主査（再任用） 下村　洋一 教育委員会生涯学習課主査（再任用）

吉田　守良 教育委員会社会教育課主事（再任用） 金子　敏之 日高総合支所地域経済課主事（再任用）

【再任用】

野島　浩人 水・くらしサービスセンター主査（再任用） 泉　瑞恵 門別国民健康保険病院准看護師（再任用）

髙橋　美幸 門別やすらぎ荘介護福祉士（再任用） 木田　保幸 日高国民健康保険診療所主査兼臨床検査技師（再任用）
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新 氏名 旧

【富川消防署日高支署】

日高支署長 豊田　昌彦 庶務・予防管理官兼予防係長

警防参事官 宮本　裕史 富川消防署警防課通信指令参事官兼通信指令係長

予防係長 梅木　紀彰 富川消防署予防課保安係長兼予防係長

警防係 岩浪　貴 警防係兼救急救助係

予防係 佐藤　幹太 富川消防署予防課予防係兼保安係

警防係 三杉　駆 救急救助係

庶務係 佐藤　優 富川消防署庶務課消防団係

【平取消防署】

副署長兼庶務課長 冨士元　昭彦 庶務課長

警防課長 川奈野　久雄 警防課警防管理官

予防課予防管理官 渡部　強 予防課予防参事官兼保安参事官

振内分遣所参事官 村上　俊明 振内分遣所参事官兼振内分遣所係長

警防課警防・通信指令参事官兼救急救助参事官兼

警防・通信指令係長
國門　暁大 警防課警防・通信指令参事官兼救急救助参事官

警防課救急救助参事官兼警防・通信指令参事官兼

救急救助係長
外山　武 警防課警防・通信指令係長兼救急救助係長

予防課予防係主任兼保安係主任 林　和弘 庶務課庶務係兼消防団係

庶務課庶務係兼消防団係 長野　洸 庶務課消防団係兼庶務係

予防課保安係兼予防係 澤木　勇佑 富川消防署救急救助課救急救助係

【新規採用】

大久保　直輝 富川消防署警防課警防係

【退職】令和４年３月３１日付

藤原　孝一 消防本部次長兼消防課長

田村　良二 富川消防署長

池田　守 富川消防署副署長兼救急救助課長

藍原　均 富川消防署日高支署長

渡辺　巌 富川消防署日高支署副支署長

【再任用期間満了】令和４年３月３１日付

門別　武諭 富川消防署厚賀分遣所管理官

【再任用】

田村　良二 富川消防署厚賀分遣所係長

渡辺　巌 富川消防署日高支署庶務係長

日高西部消防組合日高消防団の異動について

【退団】令和４年３月３１日付

団長　　　竹中　一　　（勤続年数　４１年１１か月） 日高西部消防組合日高消防団

【昇格】令和４年４月１日付

団長　　　澤田　則彦　（元　団本部　副団長） 日高西部消防組合日高消防団　

副団長　　木田　慎也　（元　富川分団　分団長） 日高西部消防組合日高消防団　富川分団

分団長　　宮野　博　　（元　富川分団　副分団長） 日高西部消防組合日高消防団　富川分団

副分団長　立花　稔　　（元　富川分団　部長） 日高西部消防組合日高消防団　富川分団
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令和４年度調理師試験のお知らせ

○試験日時／令和４年（２０２２年）８月２５日 (木）

　　　　　　午後１時３０分から午後４時まで 

○試験地／苫小牧市

○受験資格／多数人に対して飲食物を調理して供与す　

る寄宿舎、学校、病院等の施設又は食品衛生法による

飲食店営業、魚介類販売業、そうざい製造業若しくは

複合型そうざい製造業を掲げる営業において令和４年

（２０２２年）５月２０日までに２年以上調理の業務に

従事した方。

※パート又はアルバイトの方は、原則として週４日以

上かつ１日６時間以上勤務している場合

○試験科目／食文化概論・公衆衛生学・栄養学・食品学・

食品衛生学及び調理理論

○願書受付期間／令和４年（２０２２年）５月９日 (月 )

から５月２０日 (金 )まで

　土日祝を除く午前８時４５分から午後５時３０分

○願書配布・受付場所／北海道静内保健所

○提出書類／調理師試験受験願書、調理師試験受験者

整理カード

○受験手数料／６，９００円 (北海道収入証紙 )

〇合格発表／令和４年（２０２２年）１０月１４日（金）

問　北海道静内保健所　企画総務課企画係

☎　０１４６－４２－０２５１

働きたい人のための出張相談会
　働きたいと思われている方に向けた就労自立支援

施設です。その他就職相談も歓迎です。「働きたい」

を応援する無料出張相談会を開催します。

○対象／おおむね１５歳から４９歳の方・ご家族

○場所／ハローワーク静内分室（新ひだか町静内御

幸町２丁目１ー４０　ショッピングプラザピュア　

３階）

○内容／就労相談・就労体験ほか

○日時／４月２６日（火）　午後１時３０分～午後

３時（先着順・予約可）毎月第４火曜　午後１時　

３０分～午後３時

問　とまこまい若者サポートステーション とまこ

　　まい　「サポステ・プラス」苫小牧市表町３丁

　　目２ー１３　王子不動産第２ビル６階

☎　０１４４（８４）８６７０

協会けんぽからのお知らせ
○令和４年度の保険料率改定について

　令和４年３月分（４月納付分）から健康保険料率

は１０．３９％（マイナス０．０６％ポイント）、介

護保険料率は１．６４％（マイナス０．１６％ポイン

ト）となり、北海道支部の保険料率が引き下げとな

るのは初めてです。その主な要因は、新型コロナウ

イルス感染拡大により、加入者の皆さまの医療機関

受診に対する行動変容が起こったことで、医療費の

上昇が一時的に抑えられたことです。加入者の皆さ

まには、引き続き医療費適正化等の取組にご協力い

ただきますようお願い申し上げます。　

≪皆さまにお願いしたいこと≫

　保険料率は各都道府県の医療費水準に基づき算出

されており、北海道の医療費の上昇を抑えることが

できれば、保険料率の伸びを抑えることができる仕

組みになっています。

　医療費の上昇を抑えるため、健診の受診、企業を

挙げての健康づくり、ジェネリック医薬品の使用促

進などの取組にご協力をお願いいたします。

○令和４年度「協会けんぽの健診」のご案内

　協会けんぽ北海道支部では年度内に１回、加入者

の皆さまの健診費用の一部を補助しています。３５

歳～７４歳の被保険者（ご本人）さまへは、がん検

診を含めた充実した健診項目の「生活習慣病予防健

診」を、４０歳～７４歳の被扶養者（ご家族）さま

広告

☎　電話番号　FAX　ファックス番号　ﾒｰﾙ　メールアドレス

問　お問い合わせ先　申　お申し込み先　HP　ホームページ
まちの掲示板
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へは、メタボリックシンドロームに着目した「特定

健康診査」の２つの健診をご用意しております。生

活習慣病の予防と早期発見・早期治療のためにも年

に１度は健診を受けましょう！

問　全国健康保険協会（協会けんぽ）北海道支部　

☎　０１１－７２６－０３５２（代表）

室蘭地方気象台からのお知らせ
○「震度計と震度観測点」

　震度とは、地震動の強さの程度を表すもので、計

測震度計を用いて観測しています。気象庁の震度階

級は「震度０」から「震度７」までの１０階級となっ

ており、日本独自の階級です。かつては、職員の体

感および周囲の状況から震度を決めていましたが、

平成７年（１９９５年）１月１７日に発生した兵庫

県南部地震（阪神・淡路大震災）を契機に、平成８

年（１９９６年）４月以降は、計測震度計により自

動的に観測して速報し、現在、震度計で計測する毎

秒震度は、緊急地震速報の発表時にも使用しています。

　気象庁が発表する震度は、気象庁、自治体および

国立研究開発法人防災科学技術研究所が全国各地

に設置した震度観測点で観測しており、胆振・日

高地方の震度観測点は、全部で３９か所（気象庁：

１２、自治体：４、防災科学技術研究所：２３）あ

ります。

　一般的に震度計は観測地点での揺れ（地震動）を

計測していますが、地震動は地盤や地形に大きく影

響されるため、同じ市町村であっても場所によって

震度が１程度異なる場合があります。例えば、固い

岩盤とやわらかい沖積地では、震源からの距離がほ

ぼ同じで、隣り合う市町村であっても、震度に差が

生じることがあります。また、地殻内のごく浅いと

ころで地震が発生した場合、規模が小さくても人体

に感じることがあります。その場合、揺れを感じる

のは狭い範囲に限られることが多く、すぐ近くに震

度計が無ければ、震度１以上（計測震度０．５以上）

の揺れとして観測しないこともあり、この場合、地

震情報での発表はありません。

　地震の揺れを感じた時や、緊急地震速報を見聞き

したら、まずは座布団などで頭を保護し、丈夫な机

の下など安全な場所に避難しましょう。怪我につな

がりますので、火の始末などは揺れがおさまってか

ら慌てずに行いましょう。防災訓練などを通じて、

いざというと時に身を守れるよう心がけましょう。

（室蘭地方気象台　主任技術専門官：義
よしいり

煎　聡）

問　室蘭地方気象台

☎　０１４３－２２－４２４９

林野火災にご注意を
　北海道では、空気が乾燥して山火事が起きやすい、

春先を林野火災予防強調期間として、注意を呼びか

けています。

　令和４年強調期間：４月１０日～５月２０日令和４年強調期間：４月１０日～５月２０日

　一人ひとりが森林の大切さを認識し、防火意識を

高めることが大切です。

　林野火災のほとんどが、ちょっとした火の取扱い

の不注意で起きていますので、次のことに十分注意

してください。

　・火災が起こりやすい場所では、たき火などをし

　　ないこと

広告募集欄広告募集欄
１枠 5,000 円で広告を掲載すること

ができます。空きがあれあば２枠、

３枠分を使用して大きく掲載するこ

とも可能です。詳しくは、企画財政

課までお問い合わせ下さい。

広報ひだかに広告を

掲載してみませんか？

広告募集欄

☎　電話番号　FAX　ファックス番号　ﾒｰﾙ　メールアドレス

問　お問い合わせ先　申　お申し込み先　HP　ホームページ
まちの掲示板
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　・強風、乾燥時は、火を使用しないこと

　・火気使用中はその場を離れず、使用後は完全消

　　火すること

　・喫煙は指定場所で。吸い殻のポイ捨て禁止

　森林を火災から守るため、ご協力をよろしくお願

いします。

問　北海道水産林務部林務局森林整備課

☎　０１１－２０４－５５０５

門別警察署からのお知らせ
１　春の地域安全運動の実施

　みんなで築こう、安全で安心な大地

　⑴　運動期間　

　　令和４年５月１１日（水）から５月２０日（金）

　　までの１０日間

　⑵　運動のポイント

　　ア　子供の犯罪被害防止

　　　　地域の見守りの目を増やすことは、犯罪の

　　　未然防止や防犯力の向上にもつながることが

　　　期待できますので、ウォーキングやジョギン

　　　グ、買い物、犬の散歩等の日常活動の中でで

　　　きる「ながら見守り」にご協力ください。

　　イ　女性の犯罪被害防止

　　　　夜間はできるだけ人通りが多く明るい道を

　　　歩き、イヤホンで音楽を聴きながら、スマー

　　　トフォンを操作しながらなど、「ながら歩き」

　　　をしないようにしましょう。

　　ウ　特殊詐欺の被害防止

　　　　保険料や医療費の払い戻しの電話は詐欺の

　　　可能性がありますので、警察に相談してくだ

　　　さい。携帯電話で通話しながらＡＴＭを操作

　　　している人は、詐欺の被害に遭っている可能

　　　性がありますので、見かけた方は声掛けをお

　　　願いします。

　　　　普段から家族間で連絡を取り合い、お互い

　　　に詐欺に関心を持ちましょう。

２　悪質商法に注意しましょう

　　「悪質業者は、う・そ・つ・き！」

　　【う】うまい話を信用しない！

　　　　　うまい話、絶対にもうかる話には、必ず

　　　　大きな落とし穴・・・

　　【そ】そうだんする！

　　　　　ひとりで判断せず、家族・知人・相談機

　　　　関に相談を

　　【つ】つられて返事をしない！すぐに契約しない！

　　　　　悪質業者は、言葉巧みにすぐ契約するよ

　　　　うに迫ってきます

　　【き】きっぱり！はっきり！断る！

　　　　　あいまいな返事をせず、キッパリ！　

　　　　ハッキリ！　断る！

３　添付ファイル開封時に注意！

　言葉巧みな文面で電子メールの添付ファイル（コ

ンピューターウイルス）を開封させる手口により、

パソコン内の情報などが流出してしまう被害が多数

確認されています。

　一見すると怪しくない電子メールでも、添付ファ

イル展開時に「コンテンツの有効化」や「マクロを

有効にする」などの表示が出た場合は、表示をクリッ

クせずに、電話などで送信元に内容を確認しましょう。

４　自転車の安全利用について

　自転車は子供からお年寄りまで幅広い年代層で利

用されている乗り物ですが、交通違反やマナーを無

視した乗り方は交通事故につながることがあります。

　正しい交通ルールやマナーを守り、交通事故に気

を付けましょう。

５　ちょっと待って！「現金送って」は詐欺です！！

　宅配便やレターパック等で現金を送ることは約款

等により禁じられています。

　●未納料金を支払え、

　●訴訟取消費用を支払え、

　●保釈保証金を支払え

このようなハガキやメール、電話は詐欺です。

　騙されないように、犯人の騙しの手法を知って被

害を防ぎましょう。

６　暴力団追放三ない運動＋１

　●暴力団を「利用しない」、

　●暴力団を「恐れない」、

　●暴力団に「金を出さない」、

　●暴力団と「交際しない」

「三ない運動＋１」を合い言葉に、社会から暴力団

☎　電話番号　FAX　ファックス番号　ﾒｰﾙ　メールアドレス

問　お問い合わせ先　申　お申し込み先　HP　ホームページ
まちの掲示板
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を追放しましょう。

７　指名手配被疑者の発見に御協力を！

　北海道警察では、凶悪事件等で指名手配した被疑

者の発見に全力を挙げています。

　よく似た人を知っている、よく似た人を見かけた～

　ピンときたら１１０番～逃げ得を許さない！！～

　皆様の御協力をお待ちしております。

８　国際テロ未然防止に向けた情報提供を！

　海外では公共交通機関やイベント会場を狙ったテ

ロが多発し、大きな衝撃を与えています。

　テロの発生を防ぐには皆さんの協力が必要です。

　もし「隣の家に知らない人が頻繁に出入りしてい

る」、「施設内に普段見かけないものが放置されてい

る」など、生活の中で違和感を感じることがあった

ら、１１０番または門別警察署へ通報をお願いします。

　　

問　門別警察署

☎　０１４５６－２－０１１０

５５月の

保健ガイド
お子さん等の健診・予防接種のお知らせですお子さん等の健診・予防接種のお知らせです

※日程等は変更となる場合があります。ご了承下さい。

▽よいこ健診

　　１１日（水）　門別公民館

▽赤ちゃん健診

　　２５日（水）　門別公民館

▽産後の母親教室

　　２７日（金）　子育て支援センターわくわく館

▽がん検診

　　３１日（火）　日高老人福祉センター

☆予防接種　

門別地区　

門別国保病院

※子育て健康課へ要予約

　（電話 ０１４５６－２－６５７１）

〈ヒブ・小児肺炎球菌・四種混合・Ｂ型肝炎・麻しん　  

風しん混合第一期（１～２歳）・水痘・ＢＣＧ・ロタ〉

　５日（木）を除く毎週木曜日

　　　　　　　 １３：００～１４：３０

〈日本脳炎〉

　１８日（水）　１５：００～１６：００

〈子宮頸がん予防〉

　１７日（火）　１５：００～１６：００

　　対象：高校１年生～平成９年度生まれ女子

　２４日（火）　１５：００～１６：００

　　対象：小学６年生～中学３年生女子

〈高齢者肺炎球菌〉

　対象の方には個別にお知らせします。

日高地区

日高国保診療所

　毎週水曜日　１３：００～１３：１５

　小児の定期予防接種は個別にお知らせします。

〈高齢者肺炎球菌〉

　毎週水曜日　１３：００～１３：１５　

※日高国保診療所へ要予約

　（電話 ０１４５７－６－２１５５）　

　対象の方には個別にお知らせします。

門別警察署マスコット

キャラクター「門別ナイト」

門別温泉とねっこの湯 ・ とねっこ館
営業のお知らせ

＜とねっこの湯＞＜とねっこの湯＞  電話　０１４５６－３－４１２６電話　０１４５６－３－４１２６
営業時間　午前１０時～午後１０時営業時間　午前１０時～午後１０時
　　　　　※入館は午後９時３０分まで　　　　　※入館は午後９時３０分まで
休館日　　５月１６日（月）休館日　　５月１６日（月）

＜とねっこ館＞＜とねっこ館＞電話　０１４５６－２－２２２１電話　０１４５６－２－２２２１
営業時間　午前１０時～午後８時３０分営業時間　午前１０時～午後８時３０分
休館日　　毎週月曜日休館日　　毎週月曜日

☎　電話番号　FAX　ファックス番号　ﾒｰﾙ　メールアドレス

問　お問い合わせ先　申　お申し込み先　HP　ホームページ
まちの掲示板
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問　教育委員会社会教育課　　☎　０１４５６－２－２４５１

2 3 4  5 6 　　　7

9 10 11  12 13 　　　14

16 17 18  19 20 　　　21

23 24 25  26 27 　　　28

30 31

わくわく館わくわく館
・毎週水曜日はサークル開放日です。

・金曜日の年齢別カリキュラムは専有

です。各年齢、発達段階に合った遊び

をします。

「小さいありさん：寝てる子」、「大きい

ありさん：ハイハイ」、「ひよこさん：

よちよち歩き」、「うさきりんさん・・・

うさぎ：走れる子～　きりん：誕生日

がＨ３１（2019）年３月以前の子」。

どこに参加したらよいのか分からない

場合は、スタッフにご相談ください。

◎今月は、１０日（火）、２４日（火）

が身体測定の日です。

◎令和４年度スタッフ紹介　センター長　

本間 元文／常勤スタッフ　木田 歩美、

浜口 玲子／代替スタッフ  田中 美香、

工藤 秀美です。一年間宜しくお願いします。

◎５月の子育て講座は、「安心・安全な

素材で作るアロマ香るリップグロス」

です。講師は町内在住の國信晃子さんです。

　開場　９:３０　開始　１０：００

　申し込みは５月１８日（水）までに

お願いします。（先着１０名）

　託児の講座になります。　

月 火 水 木 金

開放

開放

憲法記念日

休館日

みどりの日

休館日

こどもの日

休館日

大きいありさん

開放

開放

開放

開放

開放

コロチューバー・ハムハム

ワンワン・いぬい 'ず

開放

開放

開放

小さいありさん

開放

開放

開放

開放

開放

開放

Ｈ＆Ｒ・うりぼー

コロチューバー・ハムハム

子育て講座

開放

ひよこさん

開放

開放

開放

開放

開放

開放・身測

開放

ミルキー

Ｈ＆Ｒ・うりぼー

開放

開放

うさきりんさん

母親教室

開放

開放

開放

開放

開放

開放

とみかわ児童館とみかわ児童館 もんべつ児童館もんべつ児童館

  ６日 (金 )　母の日こうさく会
１２日 (木 )　キラキラちゃれんじ
１３日 (金 )　カミであそぼう
１９日 (木 )　ぬりえの日
２０日 (金 )　スーパーじどうくらぶ
２５日 (水 )　とねっこおはなし会
２６日 (木 )　カレンダーづくり
休館日　　毎週日曜日、祝日

  ６日 (金 )　こどもの日こうさく会
１３日 (金 )　わくわくチャレンジ
１９日 (木 )　わくわく映画館
２５日 (水 )　にこにこわかばのおはなし会
２７日 (金 )　カレンダーづくり
休館日　　毎週日曜日、祝日　　　　　　　

門別総合町民センター（福祉センター・スポーツセンター）門別総合町民センター（福祉センター・スポーツセンター）

利用時間　　相談：  ９：００～１７：００　
　　　　広場開放：１０：００～１２：００、１３：３０～１６：３０

　・わくわく通信・行事予定表が日高町ホームページに掲載されています。

　　「日高町ホームページ」→「ライフインデックス　出産・子育て」

　　→「関連リンク　わくわく館・わくわく通信」

開放・身測

開放

☎　０１４５６－２－３０４４
開館時間　９時～１７時

☎　０１４５６－２－５５２２
開館時間　９時～１７時

〈福祉センター〉
　４月１日現在、予定の行事はありません。　　  

〈スポーツセンター〉
２２日 (日 )　全日本小学生バレーボール大会日高予選 (予定 )
２９日 (日 )　全日高社会人卓球選手権大会 (予定 )

休館日　　毎週月曜日　　　　  

☎　０１４５６－２－２４５１
開館時間　９時～２１時

☎　０１４５６－２－３０４８
予定表の上段が午前、下段が午後の行事となります

門別中央パークゴルフ場門別中央パークゴルフ場
　５日 (木 )　門別パークゴルフ協会　春季協会杯大会（予定）

ＥＥＶＶＥＥＮＮＴＴＳ　Ｓ　～５月のイベント情報

土

門別中央スポーツホール門別中央スポーツホール
　４月１日現在、予定の行事はありません。　　  
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ひとのうごきひとのうごき

・令和４年３月末現在

こんにちは赤ちゃんこんにちは赤ちゃん

・令和４年３月届出分

ふるさと日高ふるさと日高

応援寄附金応援寄附金

・令和４年３月受領分

発行：日高町　編集：企画財政課

〒０５９－２１９２　

北海道沙流郡日高町門別本町２１０番地の１

ＴＥＬ ０１４５６－２－６１８１

ＦＡＸ ０１４５６－２－５６１５　

Ｅメール 　 info@town.hidaka.hokkaido.jp

ホームページ　http://www.town.hidaka.hokkaido.jp

　　　　　広報 ひだか　2022 ５月号　 VOL.194

　　　　　　　　　　　　　　　　令和４年４月２２日発行

人口 10,966 人
前月比

△ 127 人

男性 5,442 人 △ 70 人

女性 5,524 人 △ 57 人

世帯数 5,902 世帯 △ 11 人

外国人 319 人 ＋ 12 人

件数 金額

２８３件

６，２４９，１３２円

（うち赤潮被害に伴う代理寄附）

１，８９０，１３２円

　吉本はなさん（大阪府貝塚市立貝塚第二中学校）が３月２６

日～２７日に愛媛県武道館で開催された全国女子団体戦に出場

し優勝しました。

　吉本さんはキャプテンとしてチームをまとめ、予選リーグか

ら決勝トーナメントまで全て勝ち、貝塚第二中の３連覇に大き

く貢献しました。今後、更なる飛躍が期待されます。

日高町への寄附日高町への寄附 社会福祉協議会への寄附社会福祉協議会への寄附

富川東 榊原　敬子　様 金一封

豊　郷 道谷　令子　様 金一封

正　和 櫻庭　信一　様 金一封

富川南 林　真梨子　様 金一封

苫小牧市 丸山　豊　　様 金一封

豊　郷 若山　淳一　様 金一封

・苫小牧地方法人会日高支部　様
　地域貢献活動として車椅子５台を

ご寄贈いただきました。

・日高町危険物安全協会　様
　令和４年度入学児童へ防犯ブザー

９０個をご寄贈いただきました。

今月の表紙とあわせて

　町内の各小学校
で入学式がありま
し た。 今 年 度 は
７６名が新たに小
学校生活をスター
トさせました。ご
入学を心よりお祝
い申し上げます。
充実した生活を送
れると良いですね。

住所 氏名 父／母

写真提供：月刊「卓球王国」

ま ち の 話 題ま ち の 話 題

・日高町商工会女性部　様
　令和４年度入学児童へ交通安全願

い鈴９０個をご寄贈いただきました。

・日高町商工会青年部　様
　令和４年度入学児童へ傘９０本を

ご寄贈いただきました。
・日高寺檀信徒一同　様

　社会福祉寄附金として金一封を

ご寄附いただきました。

・生活協同組合コープさっぽろ　様
　令和４年度入学児童へ交通安全ラ

ンドセルカバー１００枚をご寄贈い

ただきました。

日高町出身（日高ジュニア卓球クラブ）吉本はなさん

第２３回全国中学校選抜卓球大会　女子団体戦　優勝


